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明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
●原則として市内在住・在勤・
在学の方が対象、申し込みは土・
日曜日、祝日を除きます
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください
★6月の休館日は19日㈪です

六会公民館 ☎（90）0203
薨（83）2298

●㋐父の日の親子チャレンジ｢ふれあ
いうどんづくり｣　6月17日㈯午前9時
30分〜午後0時30分。小学生と保護者
12組(抽選)。費1組500円。
●㋑ “六公応援隊” 〜事業企画から運
営サポートまで　6月26日㈪〜2018年1
月13日㈯午前10時〜正午、全9回。成人
10人(抽選)。

申㋐は6月8日㈭、㋑は13日㈫〈とも
に必着〉までに電話または来館するか、
はがきまたはファクスに講座名・住所・
氏名(㋐は参加者全員の氏名・学校名・
学年も)・電話番号を書いて、六会公
民館〈〒252-0813亀井野4-8-1〉へ。
●いしかわ子育てひろば　6月19日㈪
午前10時〜正午。石川コミュニティセ
ンター。未就学児と保護者のフリース
ペース。
●おはなし会　6月7日〜21日毎週水曜
日午後3時15分〜3時45分。28日㈬午前
11時〜11時30分。
●サウンドテーブルテニス開放　6月
17日㈯午前9時〜11時30分。
●卓球開放　6月18日㈰午前9時〜11時
30分。

善行公民館 ☎（90）0097
薨（81）4441

●星空のコンサートin善行　6月23日
㈮午後7時30分〜8時30分。70人。申 5
月31日㈬から電話または来館で。
●おもちゃの病院　6月3日㈯午後1時
30分〜3時。おもちゃの修理。※部品
交換などは実費。1家族2点まで。
●和室開放　◎0歳児ひろば…6月2日
㈮午後1時30分〜3時30分。◎1歳児ひ
ろば…6月14日㈬午前9時30分〜11時30
分。
●おはなし会　6月3日㈯午後2時〜2時
30分。14日〜28日毎週水曜日午後3時
30分〜4時。
●おひざのうえのおはなし会　6月16
日㈮午前11時〜11時30分。

湘南大庭公民館 ☎（87）1112
薨（87）1110

●サークル共催講座｢ラ･メール湘南大
庭ハーモニカ体験教室｣　6月15日〜29
日毎週木曜日午後1時30分〜3時30分、
全3回。講師＝萩野谷典子氏。複音ハー
モニカ(C調21穴)を持参できる方20人。
申 6月6日㈫午前9時30分から電話また
は来館で。
●わらべうたであそぼう　6月6日㈫午
前10時30分〜11時。
●湘南大庭わんぱく広場　6月10日㈯
午前9時30分〜11時30分。乳幼児と保
護者のフリースペース。
●体育室開放事業　◎卓球…6月4日㈰
午前9時〜正午。◎バドミントン…6月
11日㈰午前9時〜正午。

鵠沼公民館 ☎（33）2002
薨（33）2203

●手作りご朱印帳教室と宮彫りの龍を
訪ねる　6月7日㈬、14日㈬午前10時〜
正午、全2回。講師＝神奈川探龍倶楽
部代表上田康史氏。成人15人。費1500
円。申 5月30日㈫から電話または来館
で。
●うたごえ喫茶　6月3日㈯午後2時〜4
時。出演＝藤沢合唱団。100人。費100円。
●エンジョイコンサート　6月9日㈮午
後1時30分〜3時30分。出演＝ヤングブ
ラザーズ＆ヤングハーツ。100人。
●おはなしのへや　6月3日㈯午後2時
〜2時45分。お話、絵本の読み聞かせ
ほか。
●百人一首であそぼうよ　6月10日㈯
午前10時〜正午。小・中学生30人。
●おもちゃの病院　6月11日㈰午後1時
30分〜3時30分。おもちゃの修理。※
部品交換などは実費。
●おててつないで(保育専用室開放）　
6月14日㈬午前10時〜午後2時30分。乳
幼児と保護者。
●卓球開放　6月11日㈰午後1時30分〜
4時。

遠藤公民館 ☎（86）9611
薨（87）3008

●ステップアップ合唱のコツ！音楽で
心豊かに合唱講座　6月14日〜28日毎
週水曜日午前10時〜11時30分、全3回。
成人18人。申 5月30日㈫から電話また
は来館で。
●サークル共催講座｢フランス刺

し

繍
しゅう

体
験〜バラ模様のテーブルクロス作り｣ 
6月21日㈬、28日㈬午前10時〜正午、
全2回。成人10人。費1000円。申 6月5
日㈪から電話または来館で。
●子育て広場　6月6日㈫午前10時〜正
午。乳幼児と保護者のフリースペース。
●絵本の玉手箱　6月7日〜28日毎週水
曜日午後3時〜3時30分。お話会。
●小さな小さな玉手箱　6月13日㈫午
前11時〜11時30分。お話会。乳幼児と
保護者。
●ワイワイキッズ〜親子でタッチケア　
6月15日㈭午後2時30分〜3時30分。未
就学児と保護者。

片瀬公民館 ☎（29）7171
薨（25）8907

●楽しく子育て〜保育室であそぼう　
6月7日㈬午前10時〜正午。リトミック。
乳幼児と保護者。

片瀬しおさいセンター ☎（29）6668
薨（29）6674

●手芸のじかん　6月21日㈬午前10時
〜正午。好きな手芸を楽しむフリース
ペース。
●バドミントン･卓球開放　6月3日㈯、
11日㈰、22日㈭午後1時30分〜4時30
分。

村岡公民館 ☎（23）0634
薨（23）0641

●悠々倶楽部公開講座〜ゴスペルコン
サート　6月16日㈮午後1時30分〜3時
30分。出演＝三科かをり・KWRゴス
ペルクワイア。30人。申 6月2日㈮午
前9時から電話または来館で。
●おもちゃの病院　6月4日㈰午後1時
30分〜3時30分。おもちゃの修理。※
部品交換などは実費。
●むらっこひろば(こども室開放)　6月
9日㈮、23日㈮午前10時〜正午。

明治公民館 ☎（34）5660
薨（33）5727

●サークル参観日　6月1日㈭〜30日㈮。
※詳細は明治公民館にあるチラシまた
は同館のホームページをご覧ください。
●若くなろう学級(光齢者学級)公開講
座｢古典文学への誘い｣　7月13日㈭午
後1時30分〜3時30分。60歳以上の方30
人。申 6月5日㈪午前9時から電話また
は来館で。
●明治郷土史料室開設10周年記念講演
会｢耕餘

よ

塾に学んだ平野友輔｣　6月17
日㈯午前10時〜正午。講師＝高野修氏。
100人。
●おひざのうえのおはなしかい　6月7
日㈬、9日㈮午前11時15分〜11時30分。
幼児。
●おはなし会　6月7日㈬、14日㈬午後
3時30分〜4時。幼児〜小学生。
●卓球開放　6月8日㈭午前9時〜11時
30分。

湘南台公民館 ☎（45）3070
薨（45）1604

●サークル共催事業｢トランポリン体
験教室｣　6月21日㈬、7月5日㈬午後3
時〜5時、全2回。保護者同伴の2歳児
〜小学2年生20人。申 6月5日㈪から電
話または来館で。
●サウンドテーブルテニス開放　6月3
日㈯午前9時〜11時30分。
●バドミントン･卓球開放　6月8日㈭
午前9時〜11時30分、午後1時30分〜4
時30分。15日㈭午後6時〜8時30分。

辻堂公民館 ☎（34）9151
薨（34）4187

●ピラティス開放　6月9日㈮午後7時
30分〜8時30分。講師＝米山綾子氏。
20人。※中学生以下は保護者同伴。

●ラジオ体操開放　6月10日㈯午前10
時〜11時。講師＝(特非)全国ラジオ体
操連盟公認指導士。20人。
●おはなし会　6月20日㈫午後3時30分
〜4時。幼児〜小学生。
●おひざのうえのおはなし会　6月22
日㈭午前11時15分〜11時30分。乳幼児
と保護者。

長後公民館 ☎（46）7373
薨（46）7034

●おはなし会　6月3日㈯、10日㈯午後
2時30分〜3時。
●卓球開放　6月10日㈯午後1時30分
〜4時30分。13日 ㈫、27日 ㈫午後6時
〜9時。
●バドミントン開放　6月14日㈬、28
日㈬午後6時〜9時。24日㈯午後1時30
分〜4時30分。

藤沢公民館 ☎（22）0019
薨（22）0293

●おはなしのへや　6月3日㈯午前11時。
幼児〜小学生。

☎・薨（28）4471済 美 館
●卓球開放　6月18日㈰午後1時30分〜
4時30分。
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特集
日常生活の中で
取り組む健康づくり

　今より多く体を動かしたり、禁煙やお
口の健康に配慮したりと、日々の心掛け
で気軽に健康増進に取り組むことができ
ます。健康寿命を延ばすために生活習慣
を見直してみませんか。
　問い合わせ
　健康増進課☎（50）8430、薨（28）2121

ラジオ体操

軽体操

公園で健康づくり

■日常生活の中で意識して体を動かしましょう ■お口の健康を守りましょう

■喫煙の健康への影響を考えましょう

　今より1日10分多く体を動かす ｢ プラス・テン ｣ を実践すると、
生活習慣病や認知症などの予防につながることが分かっています。
エレベーターではなく階段を使う、バスではなく自転車で移動する
など、日常生活の中で積極的に体を動かしましょう。

　歯・口腔の健康づくりは、生活習慣病の予防など全身の健康を保つために重要な役割を果たします。市
では、健診やお口の健康に関するイベントなどを実施しています。

　タバコの煙と因果関係がある疾患は、肺がん、虚血性心疾患、脳血管疾患です。日本人の年間死亡者は、
喫煙者が約13万人、受動喫煙の状態にあった方が約1万5000人に上ると推計されています。

　期　間　6月1日㈭〜10月31日㈫
　内　容　歯や歯ぐきのチェック、歯周ポケットの測定
　対　象　4月1日〜2018年3月31日に 20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳
　　　　　になる方
　費　用　500円
　※対象者には5月下旬に受診券を郵送します。6月に入っても受診券が届かない方は
　　ご連絡ください
　※詳細は ｢成人検診のお知らせ ｣をご覧ください

体を動かす
講習会や講座に参加しませんか

成人歯科健康診査を受診しましょう〜20歳から始める歯周病予防

　と　き　6月4日㈰午前10時30分〜午後3時30分
　ところ　湘南台駅地下イベント広場
　内　容　口臭測定、リスク検査（むし歯・歯周病）、ブラッシング指導、
　　　　　食品釣りゲームほか
　問い合わせ　藤沢市歯科医師会☎（26）3310または健康増進課

お口の健康フェスティバル2017

　学校や企業などを対象に、むし歯・歯周病予防の講話と実習を行っています。
歯・口の健康づくりに関する教室

　主流煙に含まれる発がん性物質は、喉や肺だけでなく血液を通じて全身に影響を及ぼ
します。慢性閉塞性肺疾患（COPD）の発症もタバコが主な原因とされています。
　副流煙には主流煙より有害化学物質が多く含まれ、受動喫煙で気管支喘息や乳幼児突
然死症候群などを発症する危険性が高まります。

喫煙による影響

★受動喫煙防止
　市では、ガイドラインを作成し、市民や関係者（団体）の理解と協力を得
ながら、受動喫煙のないまちづくりを目指して啓発活動などに取り組んで
います。
★禁煙支援
　市では、電話や窓口で禁煙相談を随時行い、禁煙外来がある市内の医療
機関を紹介しています。市内の医療機関、薬局、歯科診療所が連携し、禁
煙相談や治療なども行っています。また禁煙を希望する方が3人以上いる
市内事業所へ出張し、面接や測定なども行います。
★未成年者への取り組み
　学校での喫煙防止教育を行い、タバコに関する教材を貸し出しています。

タバコによる害を防ぐための取り組みを行っています

　世界禁煙デーに合わせてイベントを行います。
　と　き　5月28日㈰午後1時30分〜3時30分
　ところ　JR藤沢駅南北自由通路
　内　容　タバコに関する相談、呼気一酸化炭素濃度測定、
　　　　　肺年齢測定ほか

5月31日は｢世界禁煙デー｣、5月31日〜6月6日は禁煙週間です

近日開催

ラジオ体操の健康効果を知ろう！〜ラジオ体操講習会
　と　き　6月22日㈭午前9時30分〜11時30分
　ところ　六会公民館
　講　師　全国ラジオ体操連盟指導委員
　対象・定員　市内在住の方80人（先着順）
　申し込み・問い合わせ
　5月30日㈫から電話またはファクスに住
所・氏名・電話番号を書いて、（公財）藤沢
市保健医療財団☎（88）7311、薨（86）6065へ

★ふじさわオリジナル体操講習会、
　ふじさわオリジナル体操リーダー講習会
　ふじさわプラス・テン体操やかわせ
み体操などを習得します。地域で中心
となって体操を広めるリーダーを養成
する講習会も実施しています。
★かわせみ体操講習会

★公園を活用した健康づくり講座
　健康遊具の使い方など、公園を健康
づくりに活用するためのポイントを紹
介します。

ウオーキング
★健康づくりウオーキング教室
　市内の各地区で実施しています。今
年度からの取り組みとして、参加者へ
「健康づくりウオーキング記録帖」を
お渡しします。
★いきいきマイウオーク
★健康づくりウオーキングマップ

からだ動かし隊
　市では、定期的に仲間と集まり体を動かしているグループ
を ｢からだ動かし隊 ｣として登録する制度があります。登録
団体には体操のCDやDVD、のぼり旗の貸し出し、運動指導
員の派遣などの特典があります。

受動喫煙防止を啓発する横断幕

喫煙防止教育の教材CD・DVD

　市の取り組みやイベントなど詳細は、市のホームページの
健康増進課のページをご覧になるか、お問い合わせください。 藤沢市健康増進課 検索


